Weekly Report
■会務報告

小笠原達也 幹事

（１）帯広南RC、7月27日（月）の
例会は、休会と致します。
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川西 悟 親睦活動委員会担当理事兼委員長
親睦委員会はいかに密になってもらうかという
委員会ですが、なかなか密になれない状況ですが
心は密ということで宜しくお願いします。
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■ニコニコ献金

新妻 寛会員

出村 行敬会員：クラブ研修委員会
とプログラム委員会の理事と研修委
員長を仰せつかりました
皆様の御指導をお願いします又、プロ
グラム委員会は水戸部委員長にお願い
しておりますので安心して致だきたいと思います
1年間宜しくお願いします
水戸部公平会員：今年度プログラム委員長を仰せ
つかりました。1年間よろしくお願い致します。

■総会（決算・監査・予算報告）
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木村 誠 社会奉仕委員長
コロナ禍でいろんな制約がありますが皆さんに
協力して頂きまして一生懸命頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いします。
２０２０‐２１年度国際ロータリー・テーマ

坪坂 透 青少年奉仕委員長
新型コロナの影響でライラセミナーは中止とな
り、活動範囲が制限されています。青少年奉仕は
５大奉仕の一つでもありしっかり活動していきた
いと思います。
掛村真二 会員増強・職業分類委員長
会員の皆様のご協力を得ながら新しいメンバー
を迎えることが出来ればと思います。退会防止も
テーマとなっています会員同士の友好を深めなが
ら頑張っていきたいと思います。次回の例会は担
当例会で卓話をさせて頂きます。

佐藤みゆき
会 計

■就任あいさつ
出村行敬 クラブ研修担当理事兼委員長
皆さん1年間宜しくお願いします。研修委員会
はロータリーを勉強する事となっております。
集会を年3回、オリエンテーション2回、クラブ
フォーラムを1回予定しています。集会では皆さ
んの失敗談を聞かせていただき、班でまとめて
いただきたいと思います。

進藤直哉 出席委員長
今は欠席してもノーカウントです。今日もメー
キャップのカードがたくさん入っていました。
昨年の出席報告がありました。8月に担当例会が
あります。出席のご協力をお願いします。１年間
宜しくお願いします。
水戸部公平 プログラム委員長
「公平の部屋」も考えましたが、MCは辛いと
思い私なりにプログラムを考えていきたいと思い
ます。今年はコロナ禍で講師の依頼も大変ですの
で皆さんの卓話にかかっています。卓話のお願い
がありましたら快くご協力ください。宜しくお願
いします。

松田英明 会員増強・出席・広報・クラブ会報担当理事
今年度ガバナー方針はランクアップしようです。
8月、9月は担当例会となりますので昨年は半分で
終わってしまった消火不良をぶちまけるがごとく
楽しい例会をさせて頂く予定です。今年1年間宜し
くお願いします。

松田 整 ロータリー財団委員長
財団のグローバル補助金地区補助金が今年度か
らコロナ対策に使えるようになりました。
11月は財団月間ということで皆様には更なるご協
力をお願いすることになります。会員皆様の志で
成り立っていますのでご協力の程宜しくお願いし
ます。

和田信仁 国際奉仕・青少年奉仕担当理事
今年度はコロナの影響もあり制約を受けると
いうことで国際奉仕委員長と青少年奉仕委員長
と相談しながら活動して参りたいと思います。
1年間宜しくお願いします。

一色 貢 米山記念奨学委員長
皆様のご寄付に協力お願いします。将来ロータ
リーの理想とする世界平和と国際親善に貢献する
人財育成のため会員の皆様ご寄付を宜しくお願い
します。1年間宜しくお願いします。

■メークアップは同年以内

例会
案内

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日

■例会欠席の場合はSAＡ又は幹事まで連絡お願い致します

広尾RC：ホテルむらかみ（12:15）
芽室RC：めむろーど3Fレファレンスルーム（12:15） 帯広東RC：ホテル日航ノースランド帯広
帯広RC：ホテル日航ノースランド帯広 上士幌RC：上士幌町商工会館（12:10） 音更RC：パピオ木野2Fコミュニティーホール
足寄RC：足寄銀河ホール２F会議室（18:30） 清水RC：清水町中央公民館 帯広西RC：北海道ホテル
帯広北RC：ホテル日航ノースランド帯広

ロータリーは機会の扉を開く
20-21年度 RI会長 ホルガー・クナーク

就任����

坪坂
透会員：今回は青少年奉仕委員会委員長
を努めます。皆様のご協力をお願いいたします。

森田かおる 職業奉仕委員長
移動例会が2回ということですが状況を見て判
断し例会をやっていきたいと思っております。
みんなで知恵を絞っていい例会となるよう頑張っ
てやっていきたいと思います。

2020年7月

◆四つのテスト◆
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真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

RI2500地区
帯広南ロータリークラブ
創立平成2年4月23日
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阿部 公夫

広報・クラブ会報委員長

中野 尊仁

広報・クラブ会報副委員長

明口 隆光

ホームページが新しくなりました

http://www.obihirominami-rc.com
・例会日／月曜日
12:30~13:30
・例会場／北海道ホテル
帯広市西7条南19丁目
・ 0155-21-0001
・事務所／
帯広経済センタービル東館3F
・ 0155-25-7347
・ 0155-28-6033

会長方針

今、自分に出来る事、
そして すこし背伸びしてみませんか？

■会長挨拶
花房 浩一 会長
明後日、22 日ですが本来であればオリンピックの
開会式ということでその後の 4 連休開会と同時に国
民を挙げて盛り上がっている状況だったのかと思い
ます。153 の国と地域が集まりインバウンドとして
4000 万人、経済効果が 30 兆円見込まれていたんで
すが今は非常に残念な状況かと思います。オリンピックですけ
ど過去 3 度中止になっています。ベルリン、東京、ロンドン
ということで、原因は戦争でした。東京は 1940 年の予定でし
たが 結局、24 年後に開催となりました。
当時は戦後復興を世界にアピールする場と考え、新幹線、高速
道路とインフラ整備が一気に進み その後の高度経済成長時代
の幕開けになったとのことで、大いに意義のある大会だったの
かと思います。私は東京オリンピックの記憶はないんですけど
記憶に残っている最初のオリンピックは 1972 年のドイツの
ミューへン大会からです。男子バレーのおおこ、猫田、横田、
体操の塚原の月面宙返りですか。当時はアニメでオリンピック
を題材としたものもあり、冬季大会は札幌で当時は同じ年の開
催でオリンピックイヤーで盛り上がったのを覚えています。
今回は中止ではなく延期ということですが、中止になれば次回
開催は 10 年、20 年後となり、待つのもつらいのかと思いま
すので、開催されることを期待し私達に感動を与えてほしいと
思っています。同時に日本はコロナと共存しながな素晴らしい
大会を開催したと世界に発信し、それが経済の起爆剤になるの
かと思っています。来年の７月 23 日が開会式です。そのころ
は私も会長という立場が終わっているのでスッキリした気持ち
で観戦できるのかと思います。
■出席状況報告
2月平均出席率 68.0％
■ニコニコ献金
7月13日

16,000円

累計 121,000円

■2500地区2020年 2月
平均出席率 74､9％
■帯広5RCクラブ出席率
帯 広ＲＣ 68.5％
帯広北ＲＣ 65.2％
帯広南ＲＣ 68.0％

2月

帯広東ＲＣ 80.3％
帯広西ＲＣ 85.3％

